
３階　あいめっせホール

9:30～9:35 開会の挨拶 山本茂　関西支部長　（日本電気硝子株式会社）

9:35～10:50 座長　：　伊東正浩　（大阪大学）

O-01O-01O-01O-01 酸化物ガラスのcavity解析
○小原真司*, Jaakko Akola**
(*（財）高輝度光科学研究センター, **タンペレ工科大学)

O-02O-02O-02O-02 ZnO＋ACoO3系セラミックスによる低電圧積層チップバリスタ(A=Ca,Sr,Ba）

○古賀英一*、沢田典子**、網沢幹典**、鳳桐将之*
(*パナソニック　エレクトロニックデバイス（株）開発本部　
材料デバイス開発センター，**回路部品ビジネスユニット)

O-03O-03O-03O-03 炭酸カルシウムナノ粒子合成時の共存金属塩の影響
○江口健一郎*，吉田麻弥*，田近正彦*，桑本滋生**，横山和司**，
松井純爾**，岡島敏浩***，一色俊之****，梅咲則正*****
(*㈱白石中央研究所，**ひょうご科学技術協会，
***九州シンクロトロン光研究センター，
****京都工芸繊維大学大学院芸科学研究科，
*****高輝度光科学研究センター)

O-04O-04O-04O-04 光造形法を用いたアルミナ製人工歯冠の成形と連冠接合プロセスの検討
○田崎智子*，桐原聡秀*，荘村泰治**
(*大阪大学接合科学研究所，**Bionic株式会社)

O-05O-05O-05O-05 マイクロ波水熱法によるFe添加HApの合成と評価
○佐藤 充孝*，中平 敦*，**
(*東北大学金属材料研究所附属研究施設関西センター，**大阪府立大学)

10:50～11:00 休憩

11:00～12:15 座長　：　山添誠司　（龍谷大学）

S-01S-01S-01S-01 静電紡糸法による無機材料の繊維化とその応用
飯村健次　　(兵庫県立大学大学院)

I-01I-01I-01I-01 SiCパワーデバイス・モジュール開発の現状
中村　孝　　（ローム株式会社）

12:15～13:35

第6回　日本セラミックス協会　関西支部　学術講演会プログラム第6回　日本セラミックス協会　関西支部　学術講演会プログラム第6回　日本セラミックス協会　関西支部　学術講演会プログラム第6回　日本セラミックス協会　関西支部　学術講演会プログラム

講演時間（質疑応答を含む） ： 招待講演（45分），依頼講演（30分），一般講演（15分）

---------------     昼食休憩     ---------------

【ー般講演（１）】【ー般講演（１）】【ー般講演（１）】【ー般講演（１）】

【依頼講演（１）】【依頼講演（１）】【依頼講演（１）】【依頼講演（１）】

【招待講演（１）】【招待講演（１）】【招待講演（１）】【招待講演（１）】



13:35～14:05 座長　：　林　晃敏（大阪府立大学）     
O-06O-06O-06O-06 白色発光を呈する希土類フリーガラス蛍光体の開発

○正井博和*，藤原巧**，松本修治***，高橋儀宏**，徳田陽明*，横尾俊信*
(*京都大学化学研究所, **東北大学大学院工学研究科, ***旭硝子中央研究所)

O-07O-07O-07O-07 自己組織化による有機‐無機ハイブリッド型マイクロロールの作製
○徳田陽明*、山本和幸*、クリスティアーナ・フィグス**、トンジット・キチョッブ**
プリニオ・イノセンチ**、高橋雅英***、横尾俊信*
(*京都大学化学研究所、**大阪府立大学工学研究科、***サッサリ大学)

14:05～14:50 座長　：　内野隆司（神戸大学）
O-08O-08O-08O-08 エアロゾルデポジション法によるプラスチック基板上へのアルミナ膜の形成

○森　正和*，明渡　純** (*龍谷大学，**産業技術総合研究所)

O-09O-09O-09O-09 特異な結晶構造を有する希土類アルミニウムガーネットのグリコサーマル合成
○細川三郎，上垣内啓介，井上正志 (京都大学大学院工学研究科)

O-10O-10O-10O-10 溶融法で作製したガラスのプロトン伝導性
○大幸裕介，嶺重温，矢澤哲夫 (兵庫県立大学)

14:50～15:00 休憩

15:00～16:15 座長　：　林　晃敏（大阪府立大学）

S-02S-02S-02S-02 通電焼結法を用いたセラミック材料の作製
竹内友成　（産業技術総合研究所関西センター）

I-02I-02I-02I-02 ソフト化学による酸化物の構造・機能制御
陰山　洋　（京都大学大学院）

16:15～16:30 　 休憩・ポスター会場へ移動

16:30～18:30

地下１階　特別展示室

18:30～18:35 閉会の挨拶 町田憲一　副支部長　（大阪大学大学院）

18:40～20:10

４階　レストラン　キャッスル・ミレ

【依頼講演（２）】【依頼講演（２）】【依頼講演（２）】【依頼講演（２）】

【招待講演（２）】【招待講演（２）】【招待講演（２）】【招待講演（２）】

【一般講演（２）】【一般講演（２）】【一般講演（２）】【一般講演（２）】

【懇親会】【懇親会】【懇親会】【懇親会】

【ポスター発表】【ポスター発表】【ポスター発表】【ポスター発表】



16:30～18:30

【エネルギー関連材料】【エネルギー関連材料】【エネルギー関連材料】【エネルギー関連材料】
PA-01PA-01PA-01PA-01 通電焼結法によるパイロクロア型酸素イオン伝導体(Sm1-xDyx )2Zr2O7の合成と評価

○鍋島大毅*，荒地良典**
(*関西大学理工学研究科　**関西大学化学生命工学部)

PA-02PA-02PA-02PA-02 ゾル－ゲル法によるLi二次電池用正極材料Li2MnO3の低温合成

○大橋裕司*，鎌野勇人*，荒地良典**
(*関西大学理工学研究科　**関西大学化学生命工学部)

PA-03PA-03PA-03PA-03 新規熱電材料の開発
○九門知世*・小舟正文**・長谷川利行**・西岡洋**・
吉田晴彦**・森英喜**・本多沢雄***
(*兵庫県立大学工学部,　**兵庫県立大学大学院工学研究科,
***名古屋工業大学)

PA-04PA-04PA-04PA-04 微粒子ビーム法による微小元素を低減した全固体リチウムイオン二次電池の作製
○高橋雅也*，中尾友子**,谷淳一*,木戸博康*,林晃敏***
(*大阪市立工業研究所，**ラサ工業株式会社，***阪府大院工)

PA-05PA-05PA-05PA-05 全無機・全固体リチウムイオン2次電池に使用可能な正・負極活物質薄膜の作製
○小畑千明*,**，高橋雅也*，谷淳一*，木戸博康*，町田信也**，
重松利彦**, 林晃敏***,
(*大阪市立工業研究所，**甲南大学大学院，***阪府大院工)

PA-06PA-06PA-06PA-06 トリフルオロ酢酸を用いたゾル－ゲル法によるLiMn2O4  のフッ素修飾

上田麻子*，○神原健吾*，松尾吉晃**
(*兵庫県立大学工学部,　**兵庫県立大学大学院工学研究科)

PA-07PA-07PA-07PA-07 極微量元素添加手法による高信頼性燃料電池電解質の開発
○舩橋 昂広*，嶺重 温*，大幸 裕介*，小舟 正文*，吉岡 秀樹**，矢澤 哲夫*
(*兵庫県立大学大学院工学研究科，**兵庫県立工業技術センター)

PA-08PA-08PA-08PA-08 カチオン組成を制御したLi2MnO3-Li(Ni,Co,Mn)O2型酸化物の特性評価と

リチウム二次電池用高容量正極としての応用
○山原 諭，嶺重 温，大幸 裕介，小舟 正文，矢澤 哲夫
(兵庫県立大学大学院工学研究科)

PA-09PA-09PA-09PA-09 高いp形電気伝導性を示すワイドバンドギャップCu-Nb-O膜の作製と評価
○柳本俊祐，小島康雅，山添誠司，和田隆博 (龍谷大学　理工学部)

PA-10PA-10PA-10PA-10 ガラス基板上への配向BaCuSeF薄膜の作製と光学・電気特性評価
○吉川宗洋，山添誠司，和田隆博 (龍谷大学　理工学部)

PA-11PA-11PA-11PA-11 Si-OH-Alブレンステッド酸点の高濃度合成とプロトン伝導性
○水野伸寛，大幸裕介，嶺重温，矢澤哲夫
(兵庫県立大学大学院工学研究科)

PA-12PA-12PA-12PA-12 難焼結性Al
3+

ドープSnP2O7析出ガラスの作製と導電性
○山西智士，大幸裕介，嶺重温，矢澤哲夫
(兵庫県立大学大学院工学研究科)

【ポスター発表A　：　研究発表】【ポスター発表A　：　研究発表】【ポスター発表A　：　研究発表】【ポスター発表A　：　研究発表】
（コアタイム　奇数番号 16:（コアタイム　奇数番号 16:（コアタイム　奇数番号 16:（コアタイム　奇数番号 16:33330～17:0～17:0～17:0～17:33330，偶数番号　17：0，偶数番号　17：0，偶数番号　17：0，偶数番号　17：33330～18：0～18：0～18：0～18：33330）0）0）0）



PA-13PA-13PA-13PA-13 疎水・親水性シリカ粒子を用いたエタノール分離技術の開発
○舩岡 達也, 大幸 裕介, 嶺重 温, 矢澤 哲夫
(兵庫県立大学大学院工学研究科)

PA-14PA-14PA-14PA-14 TiO2ドープ超伝導ガラスの作製と電気特性評価

○臼井寛明, 大幸 裕介, 菊池丈幸 嶺重 温, 矢澤 哲夫
(兵庫県立大学大学院工学研究科)

PA-15PA-15PA-15PA-15 リン酸カルシウムガラスの構造とプロトン伝導性
○高松 柔, 大幸 裕介, 嶺重 温, 矢澤 哲夫
(兵庫県立大学大学院工学研究科)

PA-16PA-16PA-16PA-16 イオノサーマル合成法を用いたLiTi2(PO4)3固体電解質粒子の作製条件の検討

○高橋勇紀，麻生圭吾，林　晃敏，忠永清治，辰巳砂昌弘
(大阪府立大学大学院工学研究科)

PA-17PA-17PA-17PA-17 Li2S-P2S5系固体電解質を用いた全固体Li/S電池における電極複合体の検討

○林　晃敏*,**, 長尾元寛*, 辰巳砂昌弘*,**
(*大阪府立大学大学院工学研究科, **JST-CREST)

PA-18PA-18PA-18PA-18 Na2S-P2S5系イオン伝導ガラスの結晶化に伴う導電率変化

○林　晃敏, 野井浩祐, 辰巳砂昌弘 (大阪府立大学大学院工学研究科)

PA-19PA-19PA-19PA-19 NaxCoO2のカチオン層変化のフォノン熱伝導への影響解明への計算機実験を用いた

アプローチ
○多田昌浩*、吉矢真人*,**、安田秀幸
(*大阪大学大学院工学研究科、**JFCC客員研究員　ナノ構造研究所)

PA-20PA-20PA-20PA-20 YBCO系超伝導材料の繊維化
○石川雄也，飯村健次，佐藤根大士，鈴木道隆
(兵庫県立大学大学院工学研究科)

【エレクトロセラミックス】【エレクトロセラミックス】【エレクトロセラミックス】【エレクトロセラミックス】
PA-21PA-21PA-21PA-21 (Bi1/2Na1/2)TiO3-Ba(Cu1/3Nb2/3)O3系固溶体の構造特性

○寺岡賢二・小舟正文・西岡洋 (兵庫県立大学大学院工学研究科)

PA-22PA-22PA-22PA-22 高温スパッタ法による(Bi4-xPrx)Ti3O12膜の作製とその電気特性

○岸本亮*・小舟正文*・今川一輝**・田村昭裕***・西岡洋*
(*兵庫県立大学大学院工学研究科,**京セラ,***セイコーエプソン)

PA-23PA-23PA-23PA-23 濃度傾斜したフェライト/ポリマー複合材料の電波吸収特性
○伊東正浩，町田憲一 (大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻)

PA-24PA-24PA-24PA-24 新規水熱合成法によるニオブ酸カリウムの合成
○林慎太朗*，佐藤充孝**，中平敦**
(*大阪府立大学大学院工学研究科，
**東北大学金属材料研究所附属研究施設関西センター)

PA-25PA-25PA-25PA-25 錯体重合法を用いたSr3Me2Fe24O41(Me=Co,Cu,Zn)の合成

○吉田慎二*，菊池丈幸*，中村龍哉*，山崎徹*，中西真**，藤井達生**，
高田潤**，池田靖訓***
(*兵庫県立大学大学院工学研究科，**岡山大学工学部，
***生産開発科学研究所)



PA-26PA-26PA-26PA-26 錯体重合法を用いたSr3Co2Fe24O41への元素置換の試み

○田井中拓也*，菊池丈幸*，中村龍哉*，山崎徹*，中西真**，藤井達生**，
高田潤**，池田靖訓***
(*兵庫県立大学大学院工学研究科，**岡山大学工学部，
***生産開発科学研究所)

【エンジニアリングセラミックス・セメント】【エンジニアリングセラミックス・セメント】【エンジニアリングセラミックス・セメント】【エンジニアリングセラミックス・セメント】
PA-27PA-27PA-27PA-27 Y-TZP / Al2O3 複合体の高温変形機構

○榎本瞬、兼田祐樹、岡本泰則、塩野剛司
(京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

PA-28PA-28PA-28PA-28 Ce-TZP / Al2O3 複合体の高温変形機構

○佐藤祐一、岡本泰則、塩野剛司 (京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

PA-29PA-29PA-29PA-29 Al2O3－Y-TZP拡散対の陽イオン相互拡散

○仲島美喜、岡本泰則、塩野剛司 (京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

PA-30PA-30PA-30PA-30 アルミナセメント硬化体の機械的特性に及ぼす減水剤の添加効果
○中野まり子、塩野剛司、岡本泰則 (京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

PA-31PA-31PA-31PA-31 籾殻灰を利用した無機硬化体の作製
○丸谷浩祐、塩野剛司、岡本泰則 (京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

PA-32PA-32PA-32PA-32 TiO2置換型Y-TZPの作製とその性質

○佐々木　誠、塩野剛司、岡本泰則 (京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

PA-33PA-33PA-33PA-33 SPS法によるナノ構造を有する透光性α-Al2O3焼結体の作製

○宮城奈菜子、豊福直樹、大柳満之 (龍谷大学大学院理工学研究科)

【ガラス】【ガラス】【ガラス】【ガラス】
PA-34PA-34PA-34PA-34 Ge-Sb-S系ガラスにおける銀のフォトドーピング

○藤原力也, 若杉隆, 角野広平 (京都工芸繊維大学工芸科学研究科)

PA-35PA-35PA-35PA-35 ガラスと金属の密着に関する研究
○吉岡健太, 若杉隆, 角野広平 (京都工芸繊維大学工芸科学研究科)

PA-36PA-36PA-36PA-36 ステイン法によるアルミノホウケイ酸塩ガラスへの銀の導入挙動
○秋山則之, 野宮佑介,  若杉隆, 角野広平 (京都工芸繊維大学工芸科学研究科)

PA-37PA-37PA-37PA-37 ZnO-Al2O3-SiO2-ZrO2系ガラスの結晶化挙動における組成依存性

○伊藤拓磨, 若杉隆, 角野広平 (京都工芸繊維大学工芸科学研究科)

PA-38PA-38PA-38PA-38 ガラス融液を介した銀の酸化反応機構
○土井貴文, 加美靖文, 若杉隆, 角野広平 (京都工芸繊維大学工芸科学研究科)

PA-39PA-39PA-39PA-39 ビスマスドープリン酸塩系ガラスの光学特性と1.3μm帯における光増幅
○山田研二*,**, 藤本靖**, 梅田浩徳***, 山下直人***, 山口基一郎***, 
栄西俊彦***, 若杉隆*, 角野広平*, 中塚正大**
(*京都工芸繊維大学工芸科学研究科, 
**大阪大学レーザーエネルギー学研究センター, 
***五鈴精工硝子株式会社)



PA-40PA-40PA-40PA-40 顕微光弾性法によるガラスの押し込み応力の評価
○岩田宗太郎*，吉田智*, **，菅原透*, **，松岡純*, **， 
アンドレイ・エラパルト***，チャールズ・カーキャン****
(*滋賀県立大学工学部材料科学科，
**滋賀県立大学工学部ガラス工学研究センター，
***タリン工科大，****サザンメイン大)

PA-4PA-4PA-4PA-41111 ケイ酸塩ガラス融液中のスズイオンの酸化還元挙動
○西川雄希*，吉田智*, **，加藤光夫**，菅原透*, **，松岡純*, **，
三浦嘉也**，紀井康志***
(*滋賀県立大学工学部材料科学科，
**滋賀県立大学工学部ガラス工学研究センター，***日本電気硝子（株）)

PA-4PA-4PA-4PA-42222 Prドープフッ化物ガラスの耐候性と分光特性評価
○堀内佑哉*，杉山誠一*，中野人志*，吉田実*，村上元一郎**，藤本靖**，
中西淳***，山田毅***，石井修****，山㟢正明****
(*近畿大学，**阪大レーザー研，***㈱ニデック，****㈱住田光学ガラス)

PA-4PA-4PA-4PA-43333 第一原理計算を用いたガラス中のFeイオン着色機構
○川本浩佑、西田晋作、中根慎護、山崎博樹 (日本電気硝子株式会社)

【環境関連材料】【環境関連材料】【環境関連材料】【環境関連材料】
PA-4PA-4PA-4PA-44444 セシウムイオンの除去を目的とした無機廃棄物由来吸着材の合成と評価

○平野洋二*・西岡洋**・小舟正文**
(*兵庫県立大学工学部,　**兵庫県立大学大学院工学研究科)

PA-4PA-4PA-4PA-45555 Mg-Al系ハイドロタルサイトによるリン除去及び回収に関する研究
○久世賢明，塩見治久 (京都工芸繊維大学大学院)

PA-4PA-4PA-4PA-46666 種々の無機陰イオンをインターカレーションしたMg-Al系ハイドロタルサイトのリン除去特性
○倉本卓治，塩見治久 (京都工芸繊維大学大学院)

PA-47PA-47PA-47PA-47 種々の出発原料を用いたMg-Al系ハイドロタルサイトの合成とリン除去特性
○橋詰拓幸，塩見治久 (京都工芸繊維大学大学院)

PA-48PA-48PA-48PA-48 Pt/AlPO
4-

ゼオライト複合化触媒の作製とNOx浄化特性の評価
○石黒克明，伊東正浩，町田憲一 (大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻)

PA-49PA-49PA-49PA-49 可視光応答化を目指した酸化亜鉛合成条件の検討
○今村亮介，飯村健次，佐藤根大士，鈴木道隆 
(兵庫県立大学大学院工学研究科)

【生体関連材料】【生体関連材料】【生体関連材料】【生体関連材料】
PA-50PA-50PA-50PA-50 バイオセラミックス光造形法による人工骨多孔組織の作製

○五十嵐亨*、田崎智子**、桐原聡秀**
(*大阪大学工学部環境・エネルギー工学科、**大阪大学接合科学研究所)

PA-51PA-51PA-51PA-51 Mn添加ハイドロキシアパタイトの合成と評価
○永易貴志*，西尾祐規*，佐藤充孝**，中平敦*，**
(*阪府大工，**東北大金研関西センター)



【蛍光体・フォトニクス関連材料】【蛍光体・フォトニクス関連材料】【蛍光体・フォトニクス関連材料】【蛍光体・フォトニクス関連材料】
PA-52PA-52PA-52PA-52 コロイド結晶を用いた中心対称系からの第二高調波発生と有機色素や金ナノ粒子添加

による高効率化
○矢木信介、高橋雅英 (大阪府立大学大学院工学研究科)

PA-53PA-53PA-53PA-53 MPO4:Ce,Tb(M=Y,La)蛍光ナノ粒子の分散特性

○福西菜央，前川貴美，今村まどか，岩崎光伸
(近畿大学大学院総合理工学研究科)

PA-54PA-54PA-54PA-54 NAC-FAS法によるLa(Nb,Ta,P)O4ナノ蛍光体の作製と蛍光特性

○前川貴美，岩崎光伸 (近畿大学大学院総合理工学研究科)

PA-55PA-55PA-55PA-55 炭素還元窒化法を用いた窒化物系蛍光体の精密合成と発光特性
○Hyo Sung Kim， 堀川高志，半沢弘昌，町田憲一
(大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻)

PA-56PA-56PA-56PA-56 LED用蛍光体向けアルカリ土類－シリコン系合金の直接窒化挙動
○倉本大樹，Hyo Sung Kim， 堀川高志，伊東正浩，町田憲一
(大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻)

PA-57PA-57PA-57PA-57 光励起半導体周期孔構造におけるテラヘルツ表面プラズモン
○辻 翔太*，岡田 隆典** , 藤田 晃司*, 田中 勝久*
(*京都大院工，**京都大学次世代開拓研究ユニット)

PA-58PA-58PA-58PA-58 超高真空走査トンネル顕微鏡によるコロイダル半導体量子ドットの評価
○近藤博行，鈴木啓悟，宮田晴哉，藤平紀一，村山浩二，田中伸彦，
安藤陽，鷹木洋 (（株）村田製作所)

PA-59PA-59PA-59PA-59 超軽量材料への応用を目指した炭素系デンドライト構造の光造形
○林雅洋*、田崎智子**、桐原聡秀**
(*大阪大学工学部環境・エネルギー工学科、**大阪大学接合科学研究所)

【プロセス】【プロセス】【プロセス】【プロセス】
PA-60PA-60PA-60PA-60 Ybファイバーレーザによるアルミナ基板上への半導体層の作製

○澤入義哲*，**，木戸博康*，高橋雅也*，谷　淳一*，岩崎光伸**
(*大阪市立工業研究所電子材料研究部，**近畿大学理工学部)

PA-61PA-61PA-61PA-61 鋳込み成型によるチタン酸アルミニウムセラミックスの作製と微細構造の制御
○柳川邦幸，塩見治久 (京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科)

PA-62PA-62PA-62PA-62 エアロゾルデポジション法における膜形成に与えるプラズマ照射の影響
○森　正和*，明渡　純** (*龍谷大学，**産業技術総合研究所)

PA-63PA-63PA-63PA-63 大面積アパタイトシートのシート面内均一性の評価
○松田太陽,末廣隼也,西川博昭,速水尚,楠正暢,本津茂樹
(近畿大学生物理工学研究科)

PA-64PA-64PA-64PA-64 有機修飾ボロシロキサン共重合体によるパターナブルな保護膜の創成
○上野誠司，徳留靖明、高橋雅英 (大阪府立大学大学院工学研究科)

PA-65PA-65PA-65PA-65 高圧SPSを用いた積層不規則構造を有するSiC粉末の焼結
○川口大生、田中徹也、豊福直樹、大柳満之 (龍谷大学)

PA-66PA-66PA-66PA-66 ゾル－ゲル法により作製した超親水コーティング膜の特性評価
○平口大貴，大幸裕介， 嶺重温，矢澤哲夫
(兵庫県立大学大学院工学研究科)



16:30～18:30

PB-01PB-01PB-01PB-01 エネルギー変換材料の開発及び高機能化
○木戸博康，高橋雅也，谷淳一 (大阪市立工業研究所)

PB-02PB-02PB-02PB-02 SPring-8 BL04B2：ガスジェット浮遊法と高エネルギーX線回折を利用した
構造解析の紹介

○尾原幸治*, 小原真司*, 水野章敏**, 増野敦信***, 渡邉康裕***
(*JASRI/SPring-8, **学習院大理, ***東大生研)

PB-03PB-03PB-03PB-03 大阪府立大学・マテリアル・生体材料分野
○中平敦 (大阪府立大学大学院工学研究科)

PB-04PB-04PB-04PB-04 蛍光材料・光触媒材料の作製と機能性ナノ構造体の構築
○眞田智衛, 与儀千尋, 橋新剛, 小島一男
(立命館大学生命科学部・応用化学科・無機分光化学研究室)

PB-05PB-05PB-05PB-05 東北大学金属材料研究所附属研究施設関西センター 応用生体材料分野 研究室紹介
○佐藤 充孝*，中平 敦*，**
(*東北大学金属材料研究所附属研究施設関西センター，**大阪府立大学)

PB-06PB-06PB-06PB-06 京都大学化学研究所横尾研究室の研究紹介
○徳田陽明、正井博和、横尾俊信 (京都大学化学研究所)

PB-07PB-07PB-07PB-07 滋賀県立大学工学部材料科学科　セラミックス材料分野
および工学部ガラス工学研究センター

松岡純*, **，○吉田智*, **，菅原透*, **，三浦嘉也**
(*滋賀県立大学工学部材料科学科，
**滋賀県立大学工学部ガラス工学研究センター)

PB-08PB-08PB-08PB-08 大阪府立大学大学院工学研究科物質・化学系専攻マテリアル工学分野
ナノテク基盤材料研究室（高橋研究室）紹介

○上野誠司，徳留靖明、高橋雅英 (大阪府立大学大学院工学研究科)

PB-09PB-09PB-09PB-09 神戸大学大学院理学研究科化学専攻固体化学研究室研究室紹介
○内野隆司 (神戸大学大学院理学研究科化学専攻固体化学研究室)

PB-10PB-10PB-10PB-10 龍谷大学理工学部大柳研究室の紹介
○中村有莉沙、豊福直樹、大柳満之 (龍谷大学大学院理工学研究科)

PB-11PB-11PB-11PB-11 兵庫県立大学無機材料化学研究グループの紹介
○大幸裕介、嶺重温、矢澤哲夫 (兵庫県立大学大学院工学研究科)

PB-12PB-12PB-12PB-12 兵庫県立大学材料設計学研究グループ（セラミックス班）
○菊池丈幸 (兵庫県立大学大学院工学研究科)
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